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研究成果の概要（和文）： 
２橋絡み目の２橋球面上の単純閉曲線が絡み目補空間内でヌルホモトピックとなるための条件， 
周辺的となる条件を完全に決定した．また，２橋球面上の２つの単純閉曲線が絡み目補空間内

ホモトピックになる条件を完全に決定した．応用として，２橋絡み目に対する McShane の等
式の類似を与え，そのカスプのモジュラスが閉測地線の複素長さを用いて記述できることを証

明した． 
 
研究成果の概要（英文）： 
We completely determined those simple loops on the 2-bridge spheres of 2-bridge links to be 
null-homotopic or peripheral in the link complements. We also completely determined 
when two simple loops on the 2-bridge spheres of 2-bridge links to be homotopic in the link 
complements. As an application of these results, we established a variation of McShane’s 
identity for 2-bridge links, which gives a formula to express the modulus of the cusp of a 
2-bridge link in terms of the complex translation lengths of closed geodesics. 
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１．研究開始当初の背景 
２橋絡み目の双曲構造に関する秋吉宏尚，和
田昌昭，山下靖との共同研究により構成した
双曲的錐多様体のホロノミー表現は一般に
は非離散的ではあるが，実験的には非常に良
い性質を持っていることが見て取れ，そこか
ら様々な予想が生まれた． 
 

２．研究の目的 
２橋絡み目の２橋球面上の単純閉曲線の錐
多様体内における振る舞いを明らかにし，研
究の背景で述べた経緯で生まれた予想の解
決を目指した． 
 
３．研究の方法 
当初は複素力学系，複素解析学のアイデアの
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適用を考えたが，研究目的の一つである２橋
球面内の単純閉曲線の絡み目補空間におけ
る振る舞いの研究には組み合わせ群論にお
ける small cancellation theoryが非常に有効
であることが，釜山大学 Donghi Lee准教授
との共同研究により判明し，それ以降は
small cancellation theoryを活用して研究を
行った． 
	 
４．研究成果	 

２橋絡み目の２橋球面上の単純閉曲線が絡

み目補空間内でヌルホモトピックまたは（周

辺的）となるための必要十分条件をファレイ

タイル張りの言葉で与えた．また，２橋球面

上の２つの単純閉曲線が絡み目補空間内ホ

モトピックになる条件をファレイタイル張

りの言葉で与えた．応用として，２橋絡み目

に対する McShane の等式の類似を与え，２
橋絡み目のカスプのモジュラスが閉測地線

の複素長さを用いて記述できることを証明

した．また２橋絡み目の完備双曲構造のホロ

ノミー表現に対応する穴あきトーラス基本

群の PSL(2,C)表現の（ Bowditch 及び

Tan-Wong-Zhangの意味での）エンド不変量
を完全に決定した．これらの研究成果は研究

代表者が１９９９年に提起した予想の解決

を与えており，その予想に興味を持ってくれ

ていた様々な研究者から祝福してもらえた

のは，この上ない幸せである．今後はこの結

果を２橋絡み目と Riley切片を結ぶ双曲的錐
多様体に対するものへの拡張を目指す． 
 
以下で，上述の研究成果の詳細を説明する．

傾き rの有理絡み目を K(r)とし，その２橋分
解球面が定める絡み目補空間 E(K(r))内の 4
点穴あき球面を Sとする．ファレイタイル貼
り Dにおいて，頂点 sを端点に持つ辺に関す
る鏡映変換全体が生成する無限二面体群を

Γ(s)とする．Γ(1/0)とΓ(r)が生成する D の
自己同型群をΓ(1/0,r)とする（上図参照）．こ
のとき，次の定理が成立する． 
 
定理１．傾き sをもつ S上の本質的単純閉曲
線α(s)が絡み目補空間 E(K(r))内でヌルホモ
トピックとなるための必要十分条件は，s が
1/0 または r のΓ(1/0,r)-軌道の上に有ること
である． 
 
これより，Ohtsuki-Riley-Sakuma による２
橋絡み目群の間の全射準同型に関する主定

理の逆が成立することが導かれる．即ち，次

の系を得る． 
 
系．絡み目基本群 G(K(s))から G(K(r))への上

メリディアン対保存全射準同型が存在する

ための必要十分条件は，s が 1/0 または r の
Γ(1/0,r)-軌道の上に有ることである． 
 
さらにS上の二つの単純閉曲線がいつ絡み目
補空間 E(K(r))内でホモトピックか？という
問題への解答も得た． 
 
定理２．絡み目補空間 E(K(r))内でヌルホモ
トピックにならない，S 上の二つの単純閉曲
線α(s)，α(s’)が絡み目補空間 E(K(r))内でホ
モトピックとなる必要十分条件は，（トーラ

ス絡み目とホワイトヘッド絡み目を除けば）

s と s’が同一のΓ(1/0,r)-軌道の上に有ること
である． 
 
上述の定理で例外となったトーラス絡み目

とホワイトヘッド絡み目に対しても同じ問

題に対する完全な解答を得ている．さらに，

この定理の証明を分析することにより，次の

定理も得られた． 
 
定理３．絡み目補空間 E(K(r))内でヌルホモ
トピックにならない S 上の単純閉曲線α(s)
は，K(r)がツイスト結び目で s が r によって
定まる特別な傾きである場合に限り周辺的

である． 
 
次に定理１~３の応用として，次のMcShane
の等式の類似を得る． 
 
定理４．双曲２橋絡み目 K(r)のカスプトーラ
スのモジュラスは，S 上の本質的単純閉曲線
にホモトピックな E(K(r))内の閉測地線の複
素長に関する無限和で記述できる． 
 
Tan-Wong-ZhangはBowditchの研究に触発
されて，一点穴あきトーラス Tの基本群の型
保存 PSL(2,C)表現ρのエンド不変量集合
E(ρ)を定義し，これに関する様々な興味深い
結果を得た．しかしながら，（「自明」な場合

を除いて）E(ρ)を具体的に記述することはで
きなかった．このような状況において，双曲

絡み目群 G(K(r))の忠実離散 PSL(2,C)表現が
定める一点穴あきトーラスTの基本群の型保
存 PSL(2,C)表現ρ (r)のエンド不変量集合
E(ρ(r))を以下のように具体的に記述するこ
とができた． 
 
定理５．双曲絡み目群 G(K(r))の忠実離散
PSL(2,C)表現が定める一点穴あきトーラス
T の基本群の型保存 PSL(2,C)表現ρ(r)のエ
ンド不変量集合 E(ρ(r))は，ファレイタイル
貼りの自己同型群Γ(1/0,r)の極限集合に一致



 

 

する． 
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